
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
●ディスカバリーチャンネル /アニマルプラネット
　毎月1番組を放送
　ディスカバリーチャンネル「超危険！命がけ職業体験：闘牛士」
　　 5日（土）、19日（土）　21:00 ～
　アニマルプラネット「相棒　ドッグ・ストーリー」
　　12日（土）、26日（土）　21:00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STBで放送中
　　ディスカバリーチャンネル 556ch　アニマルプラネット 536ch

1 2 3 4 5

映画情報番組
シネマ☆クロス
最新シネマ情報＋
徳島の旬の情報が
盛りだくさん！

全国のCATV 制作番組
今月のオススメ

とんと昔があったげな
～ふるさとおもしろ話～

第 10・11・12 話
山陰ケーブルビジョン制作（島根県）

RIDE音MUSIC
2nd RIDE

プロアマ問わず音楽を本気で
楽しむ人を応援する番組

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第9回
命の値段

※再放送 6 月 6 日（日） 1４:00 ～

映画情報番組
シネマ☆クロス
最新シネマ情報＋
徳島の旬の情報が
盛りだくさん！

6 7 8 9 10 11 12
〈アンコール放送〉
子育て応援番組
わくわく育児

●離乳食
●沐浴
●歯みがき

〈アンコール放送〉

知っとうで!?
交通管理隊

徳島自動車道等で2４時間365日
働く交通管理隊の仕事に密着 ！

STB562chで放送中
スペースシャワーTVより

ミュージックビデオ
セレクション

〈アンコール放送〉
子育て応援番組
わくわく育児

●離乳食
●沐浴
●歯みがき

AIタウン情報
町の話題を紹介

ヴォルティスＬＯVＥ
FW39　西野太陽選手

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 10 回

引きさかれた愛
※再放送 6 月 13 日（日） 1４:00 ～

STB562chで放送中
スペースシャワーTVより

ミュージックビデオ
セレクションGO!GO!ヴォルティス

13 14 15 16 17 18 19

きんこ ほのぼのアート
イラストレーター西山欣子さんが

提案するアート講座
ねんどで作るブローチ

かんたんレシピで
気軽に作ろう!
パプリカ活用術

パプリカの洋風炊き込みご飯 など

あいともぶらぶら
cooking
〈最終回〉

道の駅いたので食材GETした
食材でお料理

きんこ ほのぼのアート
イラストレーター西山欣子さんが

提案するアート講座
ねんどで作るブローチ

全国のCATV制作番組
今月のオススメ

エリア内の様々な山を登る

Net3ワンゲル部
「細蔵山」

滑川中新川地区広域情報事務組合制作
（富山県）

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 11 回
土佐沸騰

※再放送 6月20日（日） 1４:00～

あいともぶらぶら
cooking
〈最終回〉

道の駅いたので食材GETした
食材でお料理

20 21 22 23 24 25 26

お花ダイスキ!
季節のガーデニング 紫陽花

とれたて新鮮アグリプロ
澤田農園：チンゲン菜 エンジョイ あすたむ!

梅雨のあすたむイベント情報
お花ダイスキ!

季節のガーデニング 紫陽花

AIタウン情報
町の話題を紹介
これが聞き対話

NHK大河ドラマ
龍馬伝
第 12 回
暗殺指令

※再放送 6 月 27日（日） 1４:00 ～

エンジョイ あすたむ!
梅雨のあすたむイベント情報農林水産総合技術支援

センターから最新情報
令和 3 年度徳島農業支援センターの

取組について

27 28 29 30 〈定時番組〉
1 日 6回放送

6 ：30～　10：00～
12：30～　15：00～
19：30～　22：30～

〈再放送〉
●日 ・水曜日放送分
　　土 ・日曜日 16：30 ～
●月曜日放送分
　　土 ・日曜日 17：30 ～
●前週の火 ・土曜日放送分
　　土 ・日曜日 18：30 ～
※放送開始時間を変更する場合があります

〈再放送〉
AIタウン情報
（木曜日放送分）
 金曜日　11：30 ～
　　　　14：00 ～
　　　　21：00 ～
 土曜日　11：30 ～
　　　　14：00 ～
 日曜日 　8：30 ～

あいずみ子どもフェスティバル
まほうのパスポート

砂絵と音楽で世界を旅する
コンサート

※新型コロナウイルス感染拡大防止により
　開催中止の場合は番組を変更します

かんたんレシピで
気軽に作ろう!
初夏のパスタ

なすとトマトのスパゲティ など

テレビミュージアム
世界の名画に
出合える美術館

大塚国際美術館

あいずみ子どもフェスティバル
まほうのパスポート

砂絵と音楽で世界を旅する
コンサート

※新型コロナウイルス感染拡大防止により
　開催中止の場合は番組を変更します

●ディズニー・チャンネル/ディズニージュニア
　おすすめ番組１話分を放送
　ディズニー・チャンネル　「ダックテイルズ」
　　月・木曜日 19:00 ～　土曜日 8:30 ～
　ディズニージュニア　「ミッキーマウスとロードレーサーズ」
　　日曜日 12:00 ～　火・金曜日 19:00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STBで放送中
　　ディズニー・チャンネル 539ch　ディズニージュニア 50４ch

●ナショナル ジオグラフィック
　おすすめ番組１話分を放送
　「キングダム・オブ・チャイナ：隠された大自然」
　　月曜日 11:30 ～　火曜日 21:00 ～　水曜日 16:30 ～
　「カー・SOS 蘇れ！思い出の名車 7」
　　月曜日 16:30 ～　水曜日 11:30 ～　木曜日 21:00 ～
　※専門チャンネル視聴用チューナー・STB559ch で放送中

●いきいき百歳体操　徳島版（短縮版）　30分
　日・木曜日 7:30 ～　月・水曜日 1４:00 ～　火曜日 18:00 ～
●いきいき百歳体操　認知機能改善編①～④　23分
　月・水・土曜日 7:30 ～　日曜日 13:30 ～　火曜日 1４:00 ～
●阿波おどり体操 VOL.3　全編　20分
　火・金曜日 7:30 ～　木曜日 1４:00 ～　水曜日 18:00 ～
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